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病棟紹介
当院は4病棟単位で構成され、病状を考慮し最適な病棟へのご案内となります。統合失調症、感
情障害、発達障害だけでなく認知症、アルコール依存症でお悩みの方々の入院を積極的に受け入
れています。疾患名に関わらず患者様の「生きづらさ」に焦点を当て、適切な説明と情報提供によ
り患者様が社会復帰に向けて選択をしながら意思決定していくことが出来るよう、患者様に寄り
添い患者様の意思を尊重したかかわりを目指しています。

至 埼玉

国道

東金町
5 丁目

公共交通機関でお越しの方
【JR金町駅南口】
または【京成金町駅】
→東武バス
（5番乗り場・乗車時間5〜10分）
・三郷団地方面行き・新三郷駅方面行きバス
「桜土手」
下車 徒歩約7分
・東金町循環
「東金町7丁目」
下車 徒歩約3分

ROUTE

葛飾橋病院
471

P

P

介護老人保健施設

男性患者様だけの病棟です。主に急性期の患者様を受け入れております。
認知症、合併症をお持ちの方の病室と精神科急性期状態の方との病室とでユニット分けをし
ております。

アルターかつしかばし

451

葛飾橋病院
体育館

医療法人社団 一秀会

葛飾橋病院

2階本館病棟

■精神科・神経科 ■内科 ■放射線科 ■歯科
当院
関連施設

お車でお越しの方

P

P

2階新館病棟

他の病棟と違って唯一出入口に鍵がかかっておりません。また、男性・女性と空間は分けてお
りますが、男女混合の病棟です。より地域生活に近い病床環境になっております。

至 千葉

298

女性患者様だけの病棟です。主に急性期の患者様を受け入れております。
看護師も女性職員が多く、明るく和やかな雰囲気です。

1階病棟

1階病棟

検査室

※1階フロアマップ

男性患者様だけの病棟です。
急性期を脱したあとの継続した治療が必要な方を受け入れております。

施設のご案内

トイレ

▶1階病棟

3階病棟

地域に根ざした精神科医療の提供
心のケアを実践します

国道

298
ROUTE

金町駅方面から旧6号線で水元・松戸方面に向かっ
て東金町五丁目交差点の次の信号を右折して2つ目
交差点を右折して下さい。
当院の専用有料駐車場をご用意しております。

〒125-0041 東京都葛飾区東金町 7-33-1
TEL.03-3607-0891 FAX.03-3607-0126
葛飾橋病院
〒125-0041 東京都葛飾区東金町 7-30-14

TEL.03-3607-5581
アルターかつしかばし

医療法人社団 一秀会

葛飾橋病院

理念

減酒外来

光トポグラフィー検査

私たちは、よりよい医療を提供し、地域に信頼される病院を目指していきます。

毎週月曜日の予約制になりますので、まずはご連絡下さい。
減酒外来に通院してアルコールと上手に付き合っていきましょう。

光トポグラフィー検査とは…

私たちは、利用者の皆様の尊厳と権利を守り、自立を支援していきます。
私たちは、明るく温かみのある開放的な医療環境の整備に務めて参ります。
私たちは、医療・福祉・保健各分野の連携強化に務め、利用者の皆様の社会復帰を促進していきます。
私たちは、安全で良質な医療を提供します。

地域に根ざした精神科医療の提供、心のケアを実践します。
当院は葛飾区唯一の精神科単科の病院であり、
地域社会から求められている役割・精神科治療に
おける期待に応えるべく、全スタッフが連携し
よりよい医療の提供を目指しています。
また患者様が安心して治療を受けられるよう
積極的な医療安全に対する取り組みにも力を注いでいます。

地域に信頼される病院を目指していきます

医療法人社団一秀会 葛飾橋病院
理事長 兼 院長

尾内 隆志

昭和32年の開院以来、地域の皆様や多くの病院の方々にご協力をいただ
き、半世紀をこえる歴史を重ねて参りました。
その間に社会環境、生活スタイルの変化など世の中も大きく変わり、それに
ともない精神医療分野も大きく変遷し、今や患者様やそのご家族様のご要
望も多岐にわたっています。
私たちは地域の皆様と共に思いやりのある開かれた医療を目指し、地域に
根ざした各種活動についても積極的に取り組んで参ります。
職員一同心をひとつに合わせて、患者様・ご家族の皆様に心から安心してい
ただけるホスピタルづくりを進めており、地域に密着した精神科医療の活性
化に尽力し邁進していく所存ですので、今後とも何卒宜しくお願い申し上げ
ます。

診療科目
精神科・神経科
科

放射線科
歯

アドバイス」
などの認知行動療法的な治療(心理社会的治療)と
「減酒薬(セリンクロ錠)の処方」
など
が主な保険が適応される治療内容となります。セリンクロ錠は医師が適切と判断したときに保険が
適応されます。心理士によるカウンセリングも選択できます。カウンセリングは保険適応外です。

デイケアセンター
「オアシス」

開所

月曜日〜土曜日 午前9：00〜午後3：30

葛飾橋病院デイケアセンター「オアシス」はグループ活動を通してリカバリーを目指す治療の「場」です。
その人らしく地域で安心して暮らせるよう応援していきます。見学等ご希望の方はお気軽にお問い合せ下さい。

活動内容
・健康関連活動 ・文化的活動
・知識や技術のスキルアップ活動

スタッフについて
医師、看護師、精神保健福祉士が
参加しています。

科

訪問看護
月曜日〜土曜日（祝祭日を除く） 午前9：30〜12:00 午後1：30〜4：00

精神科訪問看護とは…

退院された方、あるいは外来通院されている方が地域で安心して生活できるよう、看護師・精神保健福祉士・作
業療法士など専門職員が定期的に自宅へ訪問し、体調管理を目的とした看護、または日常生活の中で起こる
様々な困難に対して必要な援助や指導をしていきます。

訪問地域
葛飾、江戸川、足立、三郷、松戸近辺

訪問者
看護師、精神保健福祉士、作業療法士など、専門職員が
1名、もしくは2名で訪問します。

訪問看護対象者
統合失調症、気分障がい（うつ病、躁うつ病）、神経症、認知症、てんかんなど精神科領
域全般にわたり広い範囲の精神疾患を取り扱っています。

・病気に対して不安を持っている人
・継続受診が困難で、治療が途絶えがちな人
・日常生活で様々な不安を感じている人

精神科通院患者様および入院患者様を対象に内科疾患の治療、診断を行っています。
精神科通院患者様および入院患者様を対象に患者様全身各部位についてCT撮影、単純
X線を用いた放射線診断を行っています。
毎週火曜日と金曜日に歯周病などの予防、虫歯の治療を予約制で行っています。

午前9：00〜11：30

利用回数
原則的に1週間に3日の利用が限度となります。
利用回数は主治医と相談しながら決めます。

休診日

日曜・祝祭日

※初診は完全予約制となりますのでお電話でお問合せ下さい。

作業療法（OT:Occupational Therapy）とは病気によって様々な生活のしづらさを抱えている方に、1人1人
に合った活動を通じて治療を行うリハビリテーションの1つです。当院の作業療法部門では幅広い年齢・疾患
の方に対応できるよう様々なプログラムを提供しています。

入院について
入院の手続きをするには
入院形態（任意入院・医療保護入院）に応じて手続き方法は異なります。
詳しくはケースワーカーにお尋ねください。

当日持参していただくもの
健康保険証、その他医療証（障）、限度額認定証、保証金などの預かり金
（約12万円）
、印鑑
（保護者・保証人）
、洋服、パジャマ、下着、タオル、バスタ
オル、歯磨きセット、石鹸、
シャンプー、洗面器、
コップ
（プラスチック）
、電気
シェーバー
（男性）
など
※衣類や日用品などは当院売店で購入できます。

入院費用
利用料について

訪問看護は自立支援医療の適応となり、原則１割負担となります。自立支援医療制度を利用されていない場合は通常の健
康保険が適応となり３割負担となります。

カウンセリングのご案内
カウンセリングとは？…

診療時間

OTとは…

・心の安定や気分転換
・生活リズムを整える
・コミュニケーション能力や対人関係技能の向上
・退院に向けて必要となる生活技術の獲得など
担当の作業療法士がお話を伺い、ニーズに合わせて
一緒に治療プログラムをたてていきます。

当院は保険診療の医療機関です。加入している保険に応じて、
医療費の一部をご負担いただきます。ただし一部負担が軽減される自立支援医療
制度
（精神通院）
がございますので、詳しくはスタッフにご相談下さい。

利用日

OT

目的

費用について

ご挨拶

内

減酒外来の治療 「減酒目標の設定」「
、飲酒状況の記録」
「
、定期的な外来受診と専門医からの

光トポグラフィー検査は、身体に害のない近赤外光を使用して前頭葉の血流
量の変化パターンを可視化する検査です。健常、うつ病、双極性障害（躁うつ
病）、統合失調症で血流量のパターンは異なり、それぞれ典型的な変化が見
られやすいです。ただし検査結果は単独で用いるものではなく、あくまでも
診断の補助として利用します。
当院では検査の前に十分な問診を行い、その情報と光トポグラフィー検査の
結果から総合的に判断します。

心の悩みや不安に感じている事柄について臨床心理士と話し合い、対話を重ねながら
解決への道筋を探っていきます。相談内容は、不安・抑うつ・空虚感といった捉えどころ
のない体験に関するものから、ご自身の性格に関すること、学校・職場・家庭内で抱え
ている問題といった具体的な事柄まで受け付けています。
※カウンセリングの回数、頻度、料金等は、相談内容・相談形態により異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

約18万円〜22万円（3割負担の場合）
限度額適用認定証の提示により請求金額が少なくなる場合があります。

面会について
面会時間 午前10時〜午後12時 午後1時〜午後4時
受付にて面会用紙への記入をお願い致します。
入院して初めての面会は、主治医の許可が必要です。

その他（持ち込み禁止のものなど）
危険物（刃物類・針・ガラス製品・火気類）、貴重品（現金・貴金属類・携
帯電話）などを患者様へ渡さないようにお願い致します。
患者様へ渡したい私物がある場合、看護師への確認をお願い致します。

